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蟋蟀 栗田　有起 流行性感冒 内務省衛生局／編
猫の形をした幸福 小手鞠　るい 「ひきこもり」から家族を考える 田中　俊英
少しだけ欠けた月 重松　清 杉並区立「和田中」の学校改革 苅谷　剛彦
われに千里の思いあり　上 中村　彰彦 天国への手紙 江原　啓之
ネット金融維新伝 大下　英治 再会 塩田　芳享
犯意 乃南　アサ 父の作法 辰巳　渚
穂足のチカラ 梶尾　真治 男のための自分探し 伊藤　健太郎
汐のなごり 北　重人 乙女の教室 美輪　明宏
毒のある街 香納　諒一 折れない心の作り方 斎藤　孝
無人地帯（ノーマンズランド） 永瀬　隼介 偶然のチカラ 植島　啓司
ばす 山本　甲士 図説伊勢神宮 松平　乗昌／編
薄妃の恋 仁木　英之 愛のために死ねますか 曽野　綾子
深川にゃんにゃん横丁 宇江佐　真理 源氏物語と平安京 日向　一雅／編
影法師 遠藤　周作 名画で読み解くハプスブルク家１２の物語 中野　京子
悲しみの歌 遠藤　周作 宗像大社・古代祭祀の原風景 正木　晃
肺魚楼の夜 谺　健二 ボクらの京城師範附属第二国民学校 金　昌国
樹下草怨 菅　木志雄 いまなぜ白洲正子なのか 川村　二郎
赤い星 高野　史緒 坂本竜馬幕末歴史検定公式問題集 新人物往来社／編
凍河 五木　寛之 坂本竜馬幕末歴史検定公式テキストブック 新人物往来社／編
天空の祝宴 堂場　瞬一 書店の未来をデザインする 本の学校／編
隠蔽指令 江上　剛
辛い飴 田中　啓文
平等ゲーム 桂　望実 なぜ、アメリカ経済は崩壊に向かうのか チャールズ・Ｒ．モリス
恋のかけら 唯川　恵 北海道洞爺湖サミット 北海道新聞社／編

故国を忘れず新天地を拓く 天沼　香
図解世界資源マップ 資源問題研究会

こんにちはアン　上・下 バッジ・ウィルソン
カニバリストの告白 デヴィッド・マドセン
フロスト気質　上・下 Ｒ．Ｄ．ウィングフィールド なぜ、この人たちは金持ちになったのか トマス・Ｊ．スタンリー
ライト Ｍ．ジョン・ハリスン 妹たちへ 日経ＷＯＭＡＮ／編
容赦なき牙 ロバート・Ｂ．パーカー 所得税の常識 高柳　昌代
最期の旅、きみへの道 Ｃ．Ｓ．リチャードソン ハローワーク１５０％トコトン活用術 日向　咲嗣
１３番目の物語　上・下 ダイアン・セッターフィールド 宮大工棟梁・西岡常一「口伝」の重み 西岡　常一

見知らぬ場所 ジュンパ・ラヒリ
博物館の裏庭で ケイト・アトキンソン

リトル・ガールズ エリザベス・ボウエン マンガある日突然、介護をすることになった人のための本 樫木　八重子／監修

防ぐ、治す胃ガンの最新治療 笹子　三津留／監修
心に狂いが生じるとき 岩波　明
やさしい小児ぜんそくの治し方 山本　淳

桜庭一樹 桜庭　一樹
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『こんにちはアン』　上・下
バッジ・ウィルソン著(新潮文庫)

『赤毛のアン』の作者モンゴメリの子孫に委託を
受けた、地元作家バッジ・ウィルソンによって書
かれた『赤毛のアン』生誕100周年記念作品。
グリーン・ゲイブルスでマシュウと出会うまでの
アンが描かれています。



ぶれない 平山　郁夫 すぐに役立つトラブルから子供を守る法律マニュアル 梅原　ゆかり／監修
メメント 森　達也 全図解わかりやすい借家の法律 矢島　忠純／ほか
美女という災難 いちばんわかりやすい相続・贈与の本 曽根　恵子
生きるとは、自分の物語をつくること 小川　洋子 誰も知らない「死刑」の裏側 近藤　昭二
老嬢は今日も上機嫌 吉行　和子 Ｑ＆Ａ過払金返還請求の手引 名古屋消費者信用問題研究会／編

石田衣良の人生相談室「答えはひとつじゃないけれど」 石田　衣良 わかりやすい年金給付・手続集　平成２０年度版 田中　章二
すらすら読める枕草子 山口　仲美 年金相談標準ハンドブック 井村　丈夫／ほか
たまげた録 原田　宗典 職場のいじめ・パワハラと法対策 水谷　英夫
恋の隠し方 光田　和伸

韓国ドラマ時代劇王　3
大衆音楽史 森　正人 レンブラント、フェルメールの時代の女性たち 尾崎　彰宏
地震と防災 武村　雅之 松本人志の怒り　青版･赤版 松本　人志
肺の生活習慣病〈ＣＯＰＤ〉 木田　厚瑞 知らないと恥をかく！ネイティブ英語の常識１７５ 小池　直己
韓国現代史 木村　幹 エリック・クラプトン自伝 エリック・クラプトン
ＩＴリスクの考え方 佐々木　良一 ジェロ　海雪。
アフリカ・レポート 松本　仁一 アニメはいかに夢を見るか 押井　守／編
ヴェトナム新時代 坪井　善明 太王四神記公式撮影日記 チョン　ヒスク
空爆の歴史 荒井　信一 魅惑の世界遺産１１０選 平山　和充
江南の鐘 ロバート・ファン・ヒューリック 傷ついた画布（カンバス）の物語 窪島　誠一郎
合併人事 江上　剛

クラスター爆弾なんてもういらない。 清水　俊弘
アトラスの使徒 上･下 サム・ボーン

消える日本の自然 鷲谷　いづみ／編 わたしの美しい娘 ドナ・ジョー・ナポリ
わかりやすい建築法規の知識 井上　国博／ほか 手に職。 森　まゆみ
民家 高井　潔 教科書の文学を読みなおす 島内　景二
減築のすすめ 天野　彰 叶恭子の知のジュエリー１２カ月 叶　恭子
人気の建築家が設計した本当にいい間取り３５７選 主婦の友社／編 Ｌｏｓｔ　ａｎｄ　Ｆｏｕｎｄ－さがしもの 石崎　洋司
わが家を守る！防犯・防災徹底ガイド ＮＨＫ出版／編 Ｔｗｉｎｋｌｅ－ひかりもの 香月　日輪
絵とき「ばね」基礎のきそ 蒲　久男 路上のヒーローたち エリザベス・レアード
職権乱用 松任谷　正隆 縞模様のパジャマの少年 ジョン・ボイン
原子力ルネサンス 矢沢　潔
新・陰翳礼讃 石井　幹子
よくわかる最新デジタル放送の基本と仕組み 高安　正明 魔女スピカからの手紙 あんびる　やすこ
ＵＳＢメモリー活用大全 小学生までに知っておきたいマナーとお作法 野口　芳宏
古代製鉄物語 浅井　壮一郎 ゲゲゲの鬼太郎妖怪大集合ＭＡＰ 水木　しげる
天然ガスが日本を救う 石井　彰 目で見る化学 ロバート・ウィンストン
世界のワイン生産者ディクショナリー３０７ 斉藤　研一 キツネ 竹田津　実
まいにち、まいにち、 伊藤　まさこ オランウータンのジプシー 黒鳥　英俊
市販のたれとソースでつくる裏技レシピ 検見崎　聡美 血液のふしぎ絵事典 梶原　竜人／監修
内田恭子のやさしいおもてなし 内田　恭子 探査するロボット デイビッド・ジェフリス
絶品ホルモン料理 石井　宏治 虐待を受けた犬・ベティ 今西　乃子
コーヒー「こつ」の科学 石脇　智広 立たされた日の手紙 神沢　利子
奇跡のリンゴ 石川　拓治
家庭菜園レベルアップ教室　葉菜2

プランツ・イン・スタイル レン・オークメイド チコときんいろのつばさ レオ・レオーニ
必ず咲かせる花木６７種の剪定 妻鹿　加年雄 ぼくたちともだち 中川　ひろたか
大人シンプルな庭 おひさまはどこ？ フィリス・ルート
あこがれのウッドデッキ＆テラス サーカス 中原　中也
カエル 松園　純 ひつじのメェーリンダ マヌエラ・サルヴィ
カメ 大谷　勉 ガタゴトシュットンなんのおと？ 富安　陽子

おかあさんのおっぱい ホ　ウンミ
かげふみあそび 武鹿　悦子
やんちゃもののおでましだい デイヴィッド・メリング
なつさがし 杉田　比呂美

文庫文庫文庫文庫・・・・新書新書新書新書
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『わが家を守る！　防犯・防災徹底ガイド』

DIY(自らの手で住まいを修理・修繕すること)の
手法で、安く確実に「防犯」「火災」「震災」から
わが家を守る術を網羅した、一家に必携のガイ
ドブックです。耐震診断チェックリストや、全国
地震危険度マップなど、最新の情報が満載で
す。


